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今号の写真
清穂会様の会社見学
にお伺いした際に撮
影した、鈴なりの実
をつける『せいすい
信長バナナ』です。

次号の特集
次号の特集は、ジェンダー問題について
取り上げる予定です。
2022年7月に発表された
ジェンダーギャップレポート2022によると
日本は146カ国中116位という
先進国の中では最低。
世界的に見てもジェンダー後進国と
言える結果が続いています。
日本における男の人、女の人の
社会でのあり方を考えます。

エシカラより『エシカル、ここから』
最新2022年秋号をお届けします。
今号の特集は

エシカルな移動を考えるです。
生活する上で、常にある移動。
色々な交通手段の環境への影響
日本の発電と電気自動車
今、環境のためにできること
などの内容をお伝えします。

エシカルな移動を考える
名古屋SDGs推進プラット

フォームに会員登録されました
冊子や伝える思いは変わりませんが、

今まで以上に社会との接点が増えることを
心に留めて発信していきます。

フリーペーパーが
FSC認証紙になりました

今までは自費出版でもあり「多くの人に伝える」
事に重点を置いて普通紙を使用していましたが、

新規に協賛いただいた印刷会社の
株式会社マルワ様からのご提供で

FSC認証紙にグレードアップしました。

清穂会様にお伺いしました
岐阜市の社会福祉法人 清穂会にお伺いさせて

いただきました。障害を持つ方々への
付加価値のついた仕事を生み出すために
2019年より一からバナナ栽培をスタート。

そのバナナからはバナナペーパーも作られていて、
エシカラは名刺に使用しています。

エシカラサポーター
お待ちしております
エシカラはフリーペーパーを自費出版し
ております。活動にご賛同いただける
方々に随時、協賛をお願いしておりま
す。ご協賛いただいた企業様には様々
な特典がございます。協賛特典は下記
QRコードからアクセスしてご確認いた
だくか、エシカラにご連絡ください。

フリーペーパーの編集担当のデザイ
ンエシカラはデザインに関わる業務
全般を環境に配慮しご提案します。
デザイン業務で得た収益はエシカラ
の運転資金にさせていただきます。
デザインに関するお問い合わせは
masaka@ethicala.comまで

info@ethicala.com
https://ethicala.com/
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【北海道】［岩見沢市］冬春創社 【東京都】［品川区］Ethical & SEAアトレ大井町店／MART ［中央区］Da 
Vida Imports ［千代田区］LAULE’A ［渋谷区］Solid & Strong Bag Store ［目黒区］enithical ［新宿区］
MUJI新宿  ［台東区］中央出版㈱アノニマ・スタジオ ［武蔵野市］Vote for by sisam FAIR TRADE 東京・
コピス吉祥寺店 【神奈川県】［横浜市］Ethical & SEA 横浜店 ［川崎市］Ethical & SEA アトレ川崎店 ［鎌
倉市］暮らしの発酵STORE KAMAKURA／鎌倉ヘルシーキッチン ［藤沢市］農家レストランいぶき 【静岡
県】［静岡市］ananda／EM研究所 ［浜松市］zakka+fairtrade 晴天 ［藤枝市］アテスエ ［伊東市］メディカ
ルはば伊豆高原 【山梨県】［中巨摩郡］しゃんてぃこっこ 【長野県】［伊那市］伊那まちBASE 【愛知県】［名古
屋市］ベジキッチン・グーグー／株式会社マルワ／Organic&Vegan Hair Salon HaKU／名古屋市市民
活動推進センター／名古屋市消費生活センター／たかぎ眼科クリニック／Q.O.L Coffee／オーガニック
食堂 engi／まめでのベジスイーツ&cafe／カフェアヤム／カフェ アイリス／Book Cafe Co-Necco／
旬菜カフェ おてあて／en-kitchen Cafe／ひょうたんカフェ／Miho's Kitchen グレインズ／COrPO／
Bio Terrace／喫茶ニューポピー／cafe LIFE the organic／ソーネおおぞね／CONNETTA／暮らしの
発酵STORE NAGAYA／The Nature Shop かるなぁ 名古屋店／kogomi／てのり／顔のみえる店 
FAIR TRADE 風"s／ほほほ 星ヶ丘店／ヘルシングあい／ヘルシーメイト焼山店／MO-YA-CO UNIQUE 
PRODUCT!／NO DETAIL IS SMALL／Rela株式会社／Only free paper nagoya／I-MAKE マンツー
マン英会話 名古屋瑞穂校／国際協力団体SEED 愛知大学名古屋キャンパス／オアシスこども園 ［長久手
市］冬青珈琲店 ［春日井市］ COMEET PORT／リスタイル／ai da kasugai ［岡崎市］べーぐる庵／ヘル
シーメイト本店／わがままハウス／Hug-cafe／イオンタウン岡崎美合店 J-ReSM／みんなのおうち連尺 
［豊田市］anam fair trade & natural／どんぐりの里いなぶ ［刈谷市］青山クリニック／けやき調剤薬局
／江坂歯科医院／herbalchemist ［安城市］ 柿田公園 エコきち／安城農林高校 ［大府市］おおぶフェアト
レードタウン推進委員会／白いオリーブ ［高浜市］おとうふ工房 いしかわ本社 ［碧南市］白竹木材株式会社 
［東海市］オーガニックショップ サンアイ ［豊川市］モルカフェ ［知多郡］Oyasai -Vegan Cafe-／東浦町
社会福祉協議会 ［西春日井郡］FLAME／play at Earth 【岐阜県】［岐阜市］sun days good／flamant／社
会福祉法人 清穂会石谷事業所／ひとつ、ひとつ。 ［多治見市］ボルボ・カー 多治見／オーガニック&自然食
品ナチュラルLife まほろば／セラミックパークmino／ハナタロウ商店 ［各務原市］sun days good イオ
ン各務原店 ［土岐市］道の駅 志野・織部／道の駅土岐美濃焼街道どんぶり会館 ［可児市］ 可児市役所 環境
課／さくらこどもメンタルクリニック／ぎふワールド ローズガーデン／日本ライン花木センター／可児
市文化創造センター ala／加茂衛生利用組合 ささゆりクリーンパーク／道の駅 可児ッテ／湯の華市場／
市原産業ショールーム／LIXIL不動産ショップ ［可児郡］御嵩さいとう商店 ［美濃加茂市］美濃加茂市社会
福祉協議会／美濃加茂市役所 環境課・福祉課・土木課／美濃加茂市役所生涯学習センター／太田交流セン
ター／山之上交流センター／蜂屋交流センター／伊深交流センター／三和交流センター／下米田交流セン
ター／牧野交流センター／加茂野交流センター／美濃加茂市上古井交流センター／みのかも市民活動サ
ポートセンター／美濃加茂市古井連絡所／美濃加茂市文化会館／プラザちゅうたい／美濃加茂市立東図書
館／美濃加茂市中央図書館／美濃加茂商工会議所内『姫ビズ』／太田宿中山道会館宿木／ぎふ清流里山公園
／みのかも文化の森／みのかも健康の森／リバーポートパーク美濃加茂／美濃加茂児童発達センターカナ
リヤの家／美濃加茂市教育センターあじさい教室／岐阜県中濃こども相談センター／林クリニック／ひび
のメンタルクリニック／横山医院／加藤歯科／カモ歯科クリニック／わらべ村／マカプーカフェ／農家市
場 旬しゅん／Soleil／美濃加茂市立太田第一保育園／古井小学校／美濃加茂市立東中学校／加茂農林高校 
［関市］関百年公園 ［羽島市］こどもがセンター ［加茂郡］道の駅 半布里の郷とみか／珈琲こよみ／
1/2cafe／坂祝小学校 【三重県】［いなべ市］筆談カフェ 【京都府】［京都市］シサムコウボウ京都 本店・裏寺
通り店／小川珈琲 本店／小川珈琲 京都駅店／小川珈琲 京都駅中央口店 【大阪府】［大阪市］シサムコウボ
ウ大阪 もりのみやキューズモール店・なんばCITY店 ［枚方市］Vote for by sisam FAIR TRADE 大阪・
枚方T-SITE店 ［交野市］グリーンストーン 【兵庫県】［神戸市］Vote for by sisam FAIR TRADE 神戸 三
宮SOL店／シサムコウボウ神戸 岡本店 ［尼崎市］サンプラザ平成 ［川西市］量り売り専門店irudake 【山口
県】［下関市］Donqponq 【香川県】［善通寺市］zakka カガラカン 【長崎県［西彼杵郡］charitabletrade 【沖
縄県】［中頭郡］ethicalstore reao ［国頭郡］沖縄ダイビングサービスLagoon／ホテルトワイエ

設置箇所一覧　※2022年8月現在 ※薄いグレーは教材利用 ※資料としての利用は記載なし

【協賛社様】
ベジキッチン・グーグー様
ボルボ・カー 多治見様
株式会社マルワ様
株式会社GSIクレオス様
Solid&Strong BAG STORE様
Organic&Vegan Hair Salon HaKU様


